
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成 2４年３月 

中 標 津 町 

報報  告告  書書  

ままちちづづくくりりフフォォーーララムム  
～～思思いいをを形形にに！！都都市市ママススをを  

ききっっかかけけにに広広ががるる街街づづくくりりのの輪輪～～  
  



 
 

まちづくりフォーラム 

～思いを形に！都市マスをきっかけに広がる街づくりの輪～ 
  

□日 時：平成２４年３月２２日（木）19:00～21:15 

□場 所：中標津町総合文化会館（しるべっと）コミュニティホール 

□参加者：フォーラム参加者１３０名 

□目 的：新たな都市マスのスタートとなる平成２３年度は２つの地域において街づ

くり協議会が設立され、地域の主体的な取り組みが動き出した。 

取り組みの始まった地域、これからの地域、それぞれにとって、今後の街

づくり活動のヒントとなり、地域の皆さまの意欲的、主体的な活動のきっ

かけとなることを願い、まちづくりフォーラムを開催した。 

 

次 第 

 

（司会進行 中標津町建設水道部建設課長 渡部英樹） 

１．開 会 

２．開会挨拶 中標津町長 小林 実 

３．基調講演 

「これからのまちづくり～計画とマネジメント～」 

講師：北海道大学名誉教授 小林 英嗣 氏 

４．パネルディスカッション 

「都市マスをきっかけにつながり始めた地域の取組み 

～西町・川西、中心部の取組み～」 

パネリスト   ・原  怡男 氏（西町・川西街づくり協議会会長） 

・上原 芳昭 氏（中心部地域街づくり協議会会長） 

・舘下 雅志 氏（中心部地域街づくり協議会副会長） 

コメンテーター ・小林 英嗣 氏（北海道大学名誉教授） 

コーディネーター・濱田 暁生 氏（㈱シー・アイ・エス計画研究所会長） 

５．閉会 
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■ 開会：中標津町建設課長 渡部 英樹 
 皆さんこんばんは。ご案内の定刻の時間になりました

ので、ただ今よりまちづくりフォーラムを開催したいと

思います。皆様方におかれましては、年度末の何かとご

多忙の中ご出席いただきまして大変ありがとうございま

す。 
私、本日の進行役を務めます中標津町役場建設課の渡

部と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 
本日のまちづくりフォーラムでございますけども、基

調講演、そして、パネルディスカッションと言うことで

２部構成として企画してございます。どうぞよろしくお

願いいたします。 
それでは、開会に先立ちまして、中標津町長小林 実

よりご挨拶がございます。 

 
■ 開会挨拶：中標津町長 小林 実 
 皆さんこんばんは。 
本日のまちづくりフォーラム、年度末、そして、晩と

言うことで何かとご予定のある中、このようにたくさん

のお集まりをいただきまして、心から御礼を申し上げた

いと思います。 
そしてまた、まちの振興のために、そして福祉の向上

のためと言うことで、いろいろなまちづくりに対して、

皆さんのご協力をいただいておりますことを本当に御礼

を申し上げたいと思っております。ありがとうございま

す。 
平成２２年度に都市計画マスタープランと言うものを

策定いたしました。ここにありますけども、「自然と歴史 
を大切に 環境首都 なかしべつ」と言うことで、マス

タープランをまとめさせていただきました。 

 
 
 
中身は４つのプロジェクト、そして、地域のそれぞれの

構想と言うのがまとめられておりますけど、この策定を

まとめていただいた皆様に御礼を申し上げたいと思いま

す。 
 今日はその中でも、毎年中標津町に来ていただいてお

ります、北大の名誉教授であります小林先生に今年もお

こしいただきました。小林先生には２０年以上にもわた

って中標津町のまちづくりに関わっていただいておりま

す。本当に御礼を申し上げたいと思っております。 
 そして、また今日、パネルディスカッションのコーデ

ィネーターとしてＣＩＳ計画研究所の濱田先生にもおこ

しいただいております。のちほどいろいろな形でパネル

ディスカッションのコーディネートをしていただきたい

と思っております。 
 このまちづくりの中身を見ますと一番のメインはやは

り地域それぞれのまちづくりを自分達ですると言うこと

が基本になっております。是非、行政としてもこのそれ

ぞれの取り組みについては応援をしていきたいと思って

おります。どうか皆さんの力を貸していただければと思

います。そして、少しずつ動き出し始めています。その

ような中で地域からのいろいろな事例なども発表される

訳でありますけども、どうぞ参考にしながら、そして、

他の地域においても少しでも一歩でもこの構想に近づけ

ていただければと思っております。 

 
 今日のフォーラムがそれぞれの地域においても、役に

立つ、少しでも一歩でも進みますように心から御祈念を

し、そして今日一日有意義なフォーラムでありますこと

を御祈念申し上げまして私からのご挨拶とさせていただ

きます。どうぞよろしくお願いいたします。 

まちづくりフォーラム ～思いを形に！都市マスをきっかけに広がる街づくりの輪～ 
◇開催日時：平成24年3月22日（木）19:00～21:15 
◇開催場所：中標津町総合文化会館 しるべっと コミュニティホール 
◇参 加 者：130人 
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○司会：渡部 
早速でありますけども第一部であります基調講演に入

りたいと思います。本日の基調講演はご案内のとおり、

北海道大学名誉教授でいらっしゃいます小林英嗣先生に

「これからのまちづくり～計画とマネジメント～」と題

しまして基調講演をいただきます。 
小林先生のプロフィールをご紹介させていただきます。

小林先生は現在、一般社団法人都市地域共創研究所を創

設され、代表理事を務めていらっしゃいます。日本都市

計画家協会の会長を始め、日本建築学会東日本大震災復

旧復興支援本部の部会長として、そして、昨年６月には

日本都市計画学会副会長を務める等多くの公職を精力的

に務めていらっしゃいます。本日はまちづくりにつきま

して、グローバルな視野からお話をいただけることと楽

しみにしております。それでは早速先生に基調講演をお

願いしたいと思います。それでは皆さん大きな拍手で先

生をお迎えください。 
 
■ 基調講演： 
「これからのまちづくり～計画とマネジメント～」 
講師 北海道大学名誉教授 小林 英嗣 氏 

 

 こんばんは。改めましてお忙しいところ集まっていた

だきましてありがとうございます。今日はこのあとに続

くパネルディスカッションがメインですので、その時に

お話を展開していく多少のヒントになればと思っており

まして、考えている事をお話しいたします。 
 これは新聞を見れば、いつでも書いていますけども、

今、日本中の大きなまち、小さなまち全てで直面してい

るのはこの３つです。人口が減りつつある。 
あるいは２０５０年の状態を見たらどうなるのかと言

うことを想定しながら、考えなければならない。中標津

の人口を詳しくは知りませんけども、近い将来このこと

をきちんと考えなければいけないわけです。それから産

業構造が変わりました。これは特に震災以降、３・１１

以降、非常に大きく変わっています。ですので、ここ１

年半くらいまた大きく変化するだろうと思います。それ

から車の利用が極端に進捗しています。ですから高齢化

とモータリゼーションがあわせて進行している。これは

日本独特ですけども、ここをあわせて考えなければいけ

ない。 

 

それで、中心市街地が空洞化していく、あるいは周辺

部の生活が大きく変わる。この辺を考えなければいけな

いわけです。ですから最近、買い物弱者をどう、支える

のかと言うのが、まちづくり上、非常に大きな問題にも

なっています。 

 

これはいろいろな原因がありますけども、別に中標津

のことばかりではなくて、経済原則と言いますか、行政

が金が無いと言うことがありまして公共施設あるいは公

益施設が市街地の遠方とか外に行く。高校、中学、それ

から病院、庁舎、文化施設、みんな外に行き始めます。

土地を中心部で見つけることが出来ないからなわけです。 
それから車を前提にした商業と言いますか、買い回り

の状態が出来てきましたので、まちなかではなくて郊外

に立地し始めました。ただこれは随分変わり始めました。 
日本の地方都市はまだそれほど影響を受けていません

けども、もうアメリカは郊外のスーパーマーケットと言

うのは弱体化していっています。ヨーロッパでもそうで

すし、それからアメリカの大手のスーパーマーケットは
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どこで金を稼いでいるかと言うと、全部中国です。比較

的小規模な商業圏を転々としながら、まちを再編し始め

ていると言うのが、ヨーロッパ、アメリカです。ですか

らこれはこないだセブンアイホールディングスの人とか

といろいろ話をしたのですけど、彼らもわかっているの

です。ですので、日本はちょっとアメリカよりも大手の

物流メーカーと言うのは遅れてくるのですけども、近々

郊外の大手のモデルと言うのは、多分日本では彼らは手

を引き始めると思います。そうした時にじゃあ今そう言

う時に郊外立地で中心部が疲弊してしまっている状態で

郊外の商業施設が無くなっていった場合、じゃあ皆さん

どうしますか？と言うのがそんなに遠くないうちに来る

と思います。 
特にここ２０年くらいの動きの中で、日本のまち、都

市であるいは社会で僕は５つの力が無くなったと言うよ

うに思います。アメリカとかイギリスと言うのは日本と

はちょっと違う時期にそういう現象が出ています。 

 

１つは自然が崩壊する。あるいは食糧自給率が減る。

つまり農地が減るわけですね。それから環境がかなり汚

染されると言うことで大地が持っている魅力、力と言う

のが失われました。それから人間の特に若い人たちの体

力とか気力とか知力と言うのがかなり低下しています。

それで全体的な身体の力と言うのが損失されていると思

います。それから倫理の力と言うのもなくなりました。

中国はもっとも進んで、その倫理の力がなくなっている

のが進んでいるのです。 
それから３・１１以降、絆と言うのがキーワードにな

っていますけど、それ以前に社会の連帯の力と言うのが

失われました。それから地域格差とか所得格差とか、年

代の格差と言うのも生じました。こういう均衡の力と言

うのがなくなりました。それをどうするのかと言うのが、

重要になるわけですね。我々がついつい理解するのが、

２０世紀から進んできた、戦後進んできた社会でこれが

当たり前だと言うふうに思うわけです。我々はそれしか

体験していませんけど。でも、人口が非常に短い期間の

中で４倍になった。これはまた９０億になるわけですけ

ども。それからＧＤＰが１７倍にもなった。それから所

得が４倍。それからエネルギー消費が１１倍になりまし

た。それから水の消費量と言うのが１０倍になりました。 

 

それから農民一人当たりの抱えなければいけない人口

と言うのが、１４倍になりました。つまり、農村人口が

減って都市人口が急激に増えている。これが当たり前だ

というふうに我々はついつい信じてしまうのです。これ

で成り立ってきたのが今の日本の都市、あるいは農村部、

それから派生して生じたのが今たくさん起きている問題

です。これはほんの一瞬の出来事なのです。こうではな

い価値観から抜け出さなければ先ほどお話がありました

自分達の地域を大事にしながら生活をしていくと言うそ

このシナリオが中々書けないわけです。 
明治になって日本はすごく変わりました。ところが江

戸の末期から明治にかけて日本を訪れたたくさんの外国

人がいます。その中で世界中を巡った女性イギリス人が

います。イザベラバードと言う方ですけども。 

 

彼女は山形県の米沢平野を彼女は一人で世界を旅した

のです。日本に来た時には１８か１９歳のイトウと言う

通訳兼道案内を伴ったのですが、基本的に彼女は一人で

日本を動きました。それで東北にかけていって米沢盆地

を東洋の桃源郷と読んだわけです。東洋をたくさん彼女
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は行っているわけです。でも、非常に自然がきちっと手

入れされていて安全で人はやさしくて、女性一人で歩け

るわけですからね。食べ物もおいしい。そういう桃源郷

だと言うように評したわけです。その頃のまちと言うの

はこういうまちなわけです。で、それが我々が目にする

こういう姿です。これは決してどの人が来ても日本は桃

源郷だと言うふうに評さないと思います。これはどうい

う過程で出来たかと言うと、さっきの非常に急激に変化

した時代の価値観と言いますか考え方で出来上がったわ

けです。これをそのまま加速していくか、加速して良い

ですか？と言うのが今、皆さんに問われていることなわ

けです。それで、江戸３００年ずっと保ってきた力と言

うのが明治以降、なんで急にもろくなってしまったのか、 

 

醜い国土になってしまったのかと言うと非常に急速に成

長するのが当たり前だと言うふうに思いましたけど、そ

れが世界の競争に勝つ方法だというふうに考えて成長と

賑わいが非常に重要であると言う大前提がいつのまにか

すり込まれていたわけです。だから今もまちなかの活性

と言うと賑わいを取り戻すと当たり前に書くのですけど

も賑わいを取り戻すなんてことを目標にしているヨーロ

ッパの都市なんて無いです。彼らはどういうふうに考え

ているかと言うとクオリティオブライフと言うのですけ

ども、クオリティオブライフと言うのは日本語にすると

生活の質とか人生の質と書かれていますけど、その時の

ライフと言うのは生活ではなくて人生の質です。つまり

産まれて一生を本当に満足して価値の高い人生だという

ふうに送れるかどうかという場所、それをどういうふう

につくるのかと言うのが今のヨーロッパの人たち、今は

アメリカもそういうふうに変わりつつありますけど、目

標です。 
クオリティオブライフ。 
 それから地域共同体が失われた、衰弱したと、これは

なぜかと言うことはあとでお話しをしますけども。それ

から急激に行政がある時の行政ではない力になりました。

そうすると地域と行政と企業の分担の仕方と言うのが、

初めての日本の体験ですので、その分担の仕方が非常に

未成熟なわけなのです。この辺はアメリカも大した事無

いのですけど、ヨーロッパには学ぶところがたくさんあ

ります。 
 今、日本国と言うのがあって、その日本国の首都は東

京で、東京が全ての経済、政治の中心で北海道と言うの

があって、北海道の首都みたいなものが札幌で、その東

の方に中標津があって道東の拠点と言うふうに理解する

のですけども。日本以外のところで、自分の国があって、

州があって、縦の系列で理解していると言うまちはほと

んど無くなりました。それからこないだ僕、ポートラン

ドに行きまして、ポートランドの市長と言うのはアダム

スと言う若い４０代半ばくらいの人なのですけども、彼

と打合せをして「これから空港に行かなければならない

ので、ちょっと失礼」と言って出かけていったのですけ

ども、彼の行き先はドイツです。ドイツのハンブルグと

それから環境都市と言われているところなのですけど、

そこへ行くのです。そういうふうに都市と都市が政策的

にあるいは連携しながらやっていくと言うのは当たり前

の話になっているわけなのです。ですから世界にいかに

信頼されるまちにするのか、そして人間の生活、人生に

配慮した都市にするのかと言うことまで今、みんながシ

フトを変えつつあるわけです。 
 ２０世紀は都市が成長する。成長に対してどういうふ

うに考えるのかと言うのが当たり前だと、そういうふう

にすることがたくさん出来ました。でも、２１世紀と言

うのは成長ではなくて、いかに成熟するまちをつくるの

か、成熟を実感できるまちをつくるのかと言うことが目

的です。この成熟したまちをつくると言う技術、考え方

と言うのは残念ながら日本にはまだたくさんありません。 

 

それで、これはどこかをモデルにするわけにはいかない
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わけです。今、日本の制度と言うのは基本的に全部１つ

ですよね。法律と言うのは１つ。だけども、それは今集

まっている国会の人たち、あるいは霞ヶ関の人たちが考

えるわけですけども、地方の実態と言うのは中々、反映

されないわけです。ですから、地方で自分達の成熟と言

うのがこんなふうにして目標を立ててそれを実行するの

だと言うことをつくらないといくら経っても霞ヶ関から

地方版のメニューは出てきません。 
 昔から人はより良い生活、あるいはより良い人生の質

を享受するためにまちに集まるのです。これはもう昔か

らの話なわけです。中標津でより良い生活、より良い人

生の質を享受するために集まってくると言うのは外から

もそうですし、中から別のところで移り住むと言うこと

も含めてですけども、じゃあどう考えますか、と言うの

が問われていると思うのです。明治以前と言うのは日本

は行政の力と言うのはそんなに大きくありませんでした。

地方行政も。家族の力、地域の力と言うのは非常に大き

なものがあります。それから集落の自治も極めてきちん

とありました。これが明治の前の話です。それで明治に

なりまして極めて大きな国家と政府が出来ました。それ

で行政の力と言うのが急激に大きくなりました。そうす

るとそれまで日本に存在していた集落の自治とか地域の

力と言うのが随分無くなっていったわけです。これが明

治以降です。今、行政が「小さな力、小さな行政にしま

しょう。小さな政府にしましょう」と言うので行政のや

れる範囲と言うのはお金も含めて非常に限定的になって

います。そうすると家族と地域と言うのはどんどんどん

どん核家族化が進行して以前よりもどんどん下がってい

るわけです。企業と言うのもあまり公共性と言うのを意

識しないと企業の存在と言うのが、社会性がなくなると

言うので、若干公共性を意識し始めました。ところが家

庭や地域を取り巻くものを誰が担うのかと言うのが今の

問題です。それから行政と言うのはもっとやることを限

定的にせざるを得なくなります。 

 

そうするとこのＴ字型の部分がすっぽり抜けるわけです。

そのイザベラバードと言う人が「非常に桃源郷だ」と言

っていたのは物の美しさばかりじゃなくて、人間関係の

ことを含めて評価しているわけです。そこの部分がすっ

ぽり抜けていくわけです。これをどうやって誰が担うの

か、これが今問われていると思います。 
今、日本の都市と言うのはそんな意味でどうしたら良

いのかと言う直す手法が処方箋がありません。それぞれ

の地域で地方でまちづくりが危機的な状態にあると言う

ふうに思います。これまでの都市計画と言うのは先ほど

言いましたように必ずしも成功していません。僕も都市

計画の専門ですけど、やっぱり失敗しているものがたく

さんあると思います。 

 

それからこれまで行政を中心として大きな力を出しな

がら公共投資で全部引っ張ってきました。ところが、こ

れまでのような公共投資で物事が行くと言うことはもう

ありません。民主党のように「コンクリートから人へ」

というふうには、僕は申し上げませんけど、まず、公共

投資ではないというふうに思います。それから計画をつ

くると言うことを明治の頃からずっと日本はやっていま

した。つまり大きな目標を立てて、それに向かって邁進

する。努力することをやってきました。それで、経済的

にも成長しましたけども、たくさんのインフラ、たくさ

んの公共施設、たくさんの社会の財産があります。それ

をいかに上手く利用するのか、ここが大事なことだとい

うふうに思います。ですから、計画を大きな目標を立て

て、それを公共投資をベースにしてやるというのではな

くて、今あるものをいかに活用、利用してその人生の質、

クオリティオブライフを高めるのかと言うことを考えて

いかなければいけないと思います。 
経済不況ばかりが理由ではありませんけども、誰が何

をするのかと言うことを今、中標津バージョンと言いま

すか、中標津スタイルを考えなければいけないのだろう
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と言うふうに思います。まちの再生と言うのは中心市街

地を活性化することとか、復活することで非常に大事な

ものになると思います。ただ、中心市街地と言うのは僕

は商業とか商店街ではないと思います。ですので、中心

市街地を活性化すると言うこととイコール商店街を活性

化すると言うこととはちょっと違うと言うふうに僕は理

解しています。それから地域の力と言うのは無くなって

来たと言うお話をしました。地域を支える力、ソーシャ

ルキャピタルと言いますけども、それは目に見えるもの

と目に見えないものがあります。目に見えない部分、目

に見える部分と言うのはわかりやすいので公共投資の対

象になるのです。ところが目に見えない部分、ここがほ

とんど失われていったと思うのです。これをどうやって

再生するのか、これが地域を支えていく大きな資本にな

ると思います。ですから見えない社会資本をいかに再構

築するのか、これは行政だけでは出来ないのです。家庭

で地域で学校でそういうところでみんな考えながら、行

動をしながら、体に身に付けていくということが大事だ

ろうと思います。 
これから今まで成長する２０世紀は行政と企業がどう

いうふうに上手くやりつつあるかと言うことだったので

すけども、これからはそれにコミュニティだとか、ＮＰ

Ｏだとかそういうものが絡むので、その３つでどう考え

るのかと言うことになると思います。その３つの関係か

ら人間関係、力関係と言うのは１つのモデルは無いと思

います。ですので、中標津バージョンを考えると言うこ

とだというふうに思います。 

 

繰り返しになりますけども、その社会の資本と言うの

は目に見える自然の資本、人間的な資本、目に見える物

的な資本、価値観だとかそういうもの、金融資本つまり

大手の企業がお金を稼ぐということばかりだけではなく

て、コミュニティビジネスというのが、地域でしっかり

存在するかどうかとこれは副業と言わざるを得ませんけ

ども、別な言い方をするとコミュニティビジネスと言い

ますけども、それをちゃんと地域につまり、自分のお母

さんも自分の奥さんも地域でお金を稼げる事が出来ると

言うそういう社会です。 
ヨーロッパのことばかり言って申し訳ないですけども、

ヨーロッパと言うのは小さいまちが星座のようにたくさ

んあります。そうすると小さいまちの底力と言うので、

ヨーロッパ全体が出来上がっていると言って良いと思い

ます。 

 
札幌のような大きなまちと言うのは極めて限定的です。

その小さいまちの底力と言うのはどういうもので出来上

がっているかと言うと、非常にローカルな田園都市で周

辺地域の核になっている。落ち着いているけども非常に

人間的な賑わいがある。地域資源と言うのは観光だけに

特化するのではなくて、生活あるいは人生の質を支える

ものである。そしてものづくりの産業がある。身近に美

しい田園の風景、景観がある。近郊の農家で採れた農作

物と言うのがマーケットに並ぶ。第２の人生が過ごしや

すい。生活中心で考えるともっとも住みやすい。周辺地

域の連携によって利便性が確保されている。地域をマネ

ジメントする人材や組織がある。これは中標津に合って

いる部分がたくさんあると思いませんか？こういうのが

日本にもたくさんあったわけです。江戸３００藩と言い

ましたけども、それぞれ小さいまちの魅力と言うものが

ありました。 
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そのまちの魅力と言うのを壊していった３つの悪霊、

デーモンと言うのがいるというふうに思います。便宜性

だとか利便性、効率性と言う。だけど今はスローだとか

エコ・エコノミーだとかそういうのが、もう一方で大事

になってきています。それから時代の最先端イコール、

前、つまり古いものはダメだと、こういうデーモンと言

うのがあると思います。ところが、中央よりも地方が遅

れている。だけども遅れている地方と言うのを大事にし

てそこに主権を与えようと。あるいは農と都市とを分け

てやってきた、これは日本が明治以降やった世界でも珍

しい方向なわけです。農村と都市をわける。だけど、今、

農と都市をセットで考えるべきだと、それの豊かさと言

うのが言われ始めています。それから科学的にものを考

えていくと言うことが正しいのだと、数字でものを考え

ていくのが正しいのだと言うふうに信じ込まされました。 

 

でも、数字には表わせられないローカルルールだとか、

地域地域の多様性、場所場所の多様性は絶対モデルには

ならない。でもそっちの方が重要ではないかと。ですか

らみんな観光と言いますか、新しい体験をしにいろいろ

な地方に行くわけですね。 
人間の生活を支えるために我々は生産と生活というこ

とを考えていきます。つまり、住むところと働くところ

です。ところが住むところと働くところだけ考えても、

さっきお話ししました人生の質と言うのは高まらないの

です。ですから、もう１つそれに生命と言う、生きてい

く、生命の感動と言いますか、生きていることに対して

の感動、そういうものを支えるような生命の基盤と言う

のをどうつくるのか、それが先ほど申し上げましたヨー

ロッパの小さいまちにはたくさん存在しているわけです。

日本の近代都市には生産基盤と生活基盤と言うのが充実

しています。ところが、それでかつて存在した生命の基

盤と言うのを失ったわけです。ですからイザベラバード

は東北に行って感じた魅力と言うのはその生命の基盤、

人間が生きていくと言うことの基盤がちゃんと存在して

いたからなわけです。それでその生命の基盤をつくると

いうのは例えば都市と農村を融合する。あるいは本当の

意味での田園都市と言うのをどういうふうに考えるのか。

人間的なまちづくり、その生命の環境をどうやってつく

るのか。人間と言うのは生命体ですから、このようなこ

とを考えていく必要があるだろうと思います。命と言う

のが求めるその本当の意味での安全だとか、安心、防犯

と言う意味じゃなくてそういうようなものに世界の人た

ちは今、共感をし始めているわけです。 
話は変わります。皆さんの生活にとって、つまり、中

標津で生活されている皆さんにとって、まちは必要です

か？と言うふうに問われたら皆さんは何とお答えになる

でしょうか？ 

 

いらないと言う方は多分、いらっしゃらないと思うの

です。じゃあ皆さんが必要だと思うまちとは何なのです

か？先ほど言いましたようにまちの中心部と言うのが、

いくつかの理由によってかなり解体の危機にあるという

ふうに思います。これは別に中標津ばかりではなくて、

いろいろな都市で、特に地方都市で起きています。集ま

って住んで、人々の賑わいと遊びと文化が交流するまち

と言うのが、消滅しています。こういう傾向と言うのを

本当に黙視して良いのでしょうかと言うのが、多分、皆

さんに別な意味で問われているのだと思います。 

 

自立から地域力、こういうものが無い地域社会と言う
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のはこれから目前にする高齢化、あるいは超高齢化社会

の人生の質、あるいは生命の質と言うのを危うくするだ

ろうというふうに思います。僕はまちと言うのはそこに

住んでいらっしゃる方の文化を支える役割と言うのがあ

るのだろうと思うのです。郊外は文明に支えられている。

つまり、郊外と言うのは住むところが多いわけですよね。

あるいは新しい技術を使いながら郊外化、都市化が進行

していくわけです。ですので、その時代時代の技術だと

か考え方だとか最先端なものが郊外に集積します。とこ

ろがまちと言うのは皆さんが「まちが必要ですか？」と

問われた時と言うのは文化会館にも中標津の歴史の写真

がたくさんありましたけども、古い新しいは別にして、

そこはかとなく中標津の良き文化と言いますか、古い文

化ではなくて、良き文化を支えてきたそういうようなも

のが、僕は写真から読み取れてきたのですけども、そう

いう文化を支えていくべき、買い物をする場所ではなく

て文化を支えていく場所なのだろうと思います。特に都

心と言うのは、都心、まちなかはみんなのものだと言う

ふうに僕は理解した方が良いと思うのです。商店街の人

のための場所ではないわけです。周辺、特に郊外はわた

くし、住民が主体、あるいは今は外に出て行っている大

型店等々もあるかもしれませんけども、もうわたくしの

まちで良いと思います。その中間部分と言うのは共に利

用する公共のまちだと思います。都心と言うのは公共、

社会、そのまちの社会性を支える、社会性を表すものだ

というふうに思います。そういうまちと言うのは一体誰

がつくるのですか？と一番最初の話しに戻ります。戦後

６０年、特に最初の１０年と言うのは暗い時代でしたけ

ど、５０年行政はまちをつくってきたというふうに言わ

れていますけども、行政がつくってきたのは道路とか下

水だとか公園だとかのインフラです。 

 
先ほど言いました文化の心だとかそういうものを支え

ていくものと言うのは中々行政だけでは出来ないわけで

す。今、まちなかには非常に洗練されたと言いますか、

その時代時代の価値観が加わったたくさんのストックが

重なっています。ですので、まちを捨てて郊外に行くの

ではなくて、まちの中にあるいろいろなストックをいか

に活用するのかと言うことが大事だろうというふうに思

います。２１世紀型の都市のストック、つまり活用した

新たな都市をつくっていくには外から、あるいは外部の

力とか上からの力の旧世代的な公共投資ではダメだと思

います。その典型は掛川市だと僕は思うのです。掛川市

の前の市長であった新村市長は２４年間市長をやった方

ですけど、良く知っていて親しい方なので、こないだ「い

ろいろ失敗しましたね」と言うと「そうか、そう思うか」

と彼は言っていましたけど、公共事業を非常に良く持っ

てこられました。公共事業をやればやるほど実はそのあ

とが大変なのです。北海道の地方都市と言うのは公共投

資で一見、潤ったところがたくさんあります。だけども

北海道の地方都市は大体、駅前の再開発と商店街の整備、

それから街灯だとか舗装だとか駐車場、そういうものを

整備してきました。ところが、この駅前の再開発と商店

街の整備、街灯、舗装、駐車場のこの投資で上手く言っ

ている地方都市と言うのは僕は皆無だと思います。です

から、農政が失敗したのと同じ様に実は商業近代化計画

と言うのを前の通産省がやりましたけど、これは僕は大

失敗だったというふうに国でも言っていますし、北海道

の人たちにも話をしているわけです。本当にまちを守り

たいのは誰なのですか？一番下に書いてあります。 

 

守りたいのは自分の土地なのですか？自分のまちなの

ですか？空洞化しても地価が上がれば良いのですか？だ

から本当にまちを守りたいのは多分、まちを守りたいの

は皆さんだろうと思うのです。皆さんが守りたいまちと

言うのは何か？と言うのを考える必要があると思うので

す。これはたまたま今中心市街地の話にフォーカシング

していますけども、これはそれぞれの町内会でも僕は同
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じ事だろうというふうに思います。 

 
これから考えるべき可能性の高い、考えられる可能性

の高いものと言うのは全体像が掴める。それからまちな

かに連続性がある。なりわい、それから人生の安全を体

感できるかどうか。地域の中心がどこであるかと言うこ

とをみんながわかると言うこと。自然だとか生態環境と

結びついて生活あるいは人生を送る事が出来る。これが

僕は２１世紀のまちに不可欠なのだろうというふうに思

います。 
時間がありませんけども、ちょっとアメリカの例を申

し上げます。アメリカも郊外化によって中心部が疲弊し

ました。どこのまちに行っても同じブランド、同じ作り

方、同じ看板のまちになります。それを解決するために

１９８０年にメインストリートプログラム、つまり自分

のメインストリートがどこかをみんなで再生しようと言

う今、かなりの数の動きが出来ました。 

 

新しいものは決して作らないのです。保全だとか修復

によって今まで以上の価値を上げる、そういう工夫をし

ています。それからいわゆる歴史の先生、建築の歴史の

先生が言うように「これはものすごく価値がありますよ」

と言う建物ばかりではなくて、そこでみなさんの先祖、

親、おじいさん達が先代、先先代が生きてきた証が建物、

場所になっているわけですね。それは樹木かもしれませ

んし。それがより良い質のものに変えて行って、それが

価値のある建物だと。それをいかに保全するのか、とこ

ろが残念ながら建築の歴史の先生は決してこういうこと

を言いません。「品質的に価値がある、何々時代のものだ

から残せ」と言います。決して僕はそのようなものじゃ

ないと思います。彼らも自分達の地域の誇り、まちの誇

り、記憶と言うのがきちんと残っているものに対してお

金をかけようと言う努力をしてきました。自助的で公と

民が連携してそれを進めてきました。保全、保存、これ

は歴史的ないわゆる歴史の先生が言う建物が無いところ

でもやっています。 
それから４つのアプローチ。これはあとで言います。 
そして少しずつ改善して行く。メインストリートプロ

グラムと言うのは別にニューヨークのど真ん中でするの

ではなくて、４千人位のまちからやっています。皆さん

大成功しています。アメリカも皆さんご存知のように車

中心の社会です。でも、メインストリートをきちんと大

事にしながらやっています。では中標津のメインストリ

ートはどこかと皆さん考えていただければと思います。 

 

一本でなくて複数あっても僕は構わないと思います。地

元のＮＰＯの役割が非常に大きい。そういうふうにして

地域で２千人くらいのまちが非常に元気になって良くな

ってきました。その戦略をずっとトレスしてみるとまち

のなりたちというのをきちんと考えるわけです。自然と

環境を活かすこと。言葉で言うと簡単なのですけども。

それからパブリックライフのあるパブリックスペースを

つくること。つまり、パブリックライフと言うのは人間

の構造と言うのは３つに分けられるのです。 
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つまり、家の中でする行動、それから仕事の行動、そ

れ以外の行動、それをパブリックライフと言うわけです。

だから例えば職務時間が朝９時から５時だったとしまし

ょうか。９時から５時以外に過ごす場所と言うのは皆さ

んどこがありますか？土曜、日曜を過ごせる場所と言う

のはどこがありますか？それが充実しているかどうか。

そういう生活が出来るかどうか。だからパブリックスペ

ースの無いところには誰も来ませんよ。今日、中央の道

路を歩きましたけどもほとんど人が歩いていない。それ

はパブリックスペースが無いからです。それからまちの

デザインの質を高めること。これはデザインの質と言う

のはお金をかけてやる、あるいはデザイナーに頼んです

ると言うことでは決してありません。中標津のまちを中

心部、あるいは郊外いくつかの３０代から４０代くらい

の方がいろいろチャレンジしているところを来るたびに

見るのですけども、いわゆるデザインの賞をもらうよう

なものではありませんけど、非常にこうデザインに対し

て考えているわけですね。多世代が安心して暮らせる。 
９番目起業を促す。つまり３０代くらいの人たちが新

しい仕事をやろうと言うふうな場所、環境、経済的な支

援、そういうものがあるかどうか、この１～９ぐらい、

これがまちをリバイタルすると言うのですか、それの戦

略です。これは全部いっぺんに出来ないと思いますけど

も、中標津のまちを考えていく時にこれをどうやって考

えていくのか、これはまちの中心部ばかりではなくて周

辺でも同じだと思います。それから大事なのは人材だと

か、組織、これを育成することです。僕も大学をリタイ

アしました。大学とは一切、関係を持たないことにして

います。つまり、年代が上になってくればなるほど人間

関係が豊かになりますし、やった経験も多いです。それ

も大事なのですが、次の世代の人たちを育てるというこ

とをしないと僕はダメだと思うのです。ですから、今の

中標津の４０代ぐらいの方、４０代から５０代にかけて

この辺の人たちの人材をいかに引っ張り上げて、力が足

りないのは十分わかっているのですけども、育成してい

くことが大事だろうと思います。これはまちの中心部で

あろうと町内会でも同じだと思います。 
担い手の育成と言うのはたくさんあります。僕らが考

えなければならないのはこの５つくらいになると思うの

です。まちづくりのリーダーを養成すると言うことだけ

に思いがちですけども、住民の自主能力を上げていく。 

 

あるいは行政職員の能力を上げていくと言うことも大

事だと思います。それからイギリス人は名刺を２枚持っ

ています。自分で金を稼ぐための名刺と自分が奉仕する

ための名刺です。ですからライフワークと言うのは金を

稼ぐための仕事ではなくて社会に奉仕するための彼らは

もう１つの手を持っているわけですね。ですからそうい

うライフワークが見つけられるような場所、ことをつく

ることだと思います。 
地域がそういう人たちと連携をしながら次の５つくら

いのこと、美しいたたずまい。これは中標津は十分揃っ

ていると思います。 

 

それからビジョンと戦略。それから合意形成の進め方

あるいはまちづくりの規範。今、都市計画マスタープラ

ンをつくりましたけども、残念ながら規範になっていな

いと思うのです。ですから僕は早く、まちづくり条例を

みんなで規範になるものを裏でサポートしないとダメだ

と思うのです。それから開発のシステムを転換する。つ

まり自分で土地を買って家を建てて所有すると言う概念

からみんなで共有しながら活用すると言うそういう考え

方。それから社会を育てていく。地域社会を育てていく

と言うコミュニティプランニング。この５つが大事なこ

とだと思います。 
あとで言いますと言いました４つのポイント。この４

つと言うのは組織、それからプロモーション、それから

デザイン、それから経済的、経営的な見直し。この４つ
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を必ずセットでプロジェクトに入れ込むことです。これ

はまちの中心部ばかりではなくて、郊外の住宅地でも同

じだと思います。 

 
ＮＰＯが勝手にやるから実際は関係ないよと言うので

はなくて、あるいは実際に何でもリクエストすれば答え

が出ると言うのではなくて自治体との協調、お互いあう

んの呼吸と言いますか、悪い意味ではなくてお互いが考

えている事を良く共有すると言うことが大事だと思いま

す。今、中標津の動きを見ていると最初の都市計画マス

タープランと言うのは左の初期段階だったと思います。 

 

今、成長しつつある段階になっていると思うのです。

これをいかにいろいろなプロジェクトでも良いですし、

日常的なＮＰＯの人たちの活動でも良いですし、そうい

うものをいかにたくさん表に出していくのかと言うこと

だと思います。もう１つ大規模店、スーパーマーケット

にはマネージャーと言うのがあります。どうしてメイン

ストリートにはマネージャーと言うのがいないのか。 

 

これは別に地域でも同じです。地域でもマネージャー

と言うのが必要だと。これが町内会長さんになるのかも

しれませんし、そうじゃないかもしれません。マネージ

ャーと言うのは非常に重要なわけです。さきほど言いま

した４つのアプローチと言うのをきちんと目配りできる

か。 

 
それから市ときちんとお互いと良好な関係、助け合う

状況を維持できるかどうか。それから活動には財源が必

要です。それは市の補助もあるでしょう。寄附もあるで

しょう。イベントですることもあるでしょう。それから

企業からの献金と言うのもあるでしょう。そういうよう

な財源をいかに工夫しながら集めてくるかと言うことも

大事です。それからボランティアの方達の場面を用意し

なければならない。ボランティアのリクルートをすると

言うことも大事です。この辺がマネージャーの方たちの

能力、職能だと思います。このあとは流していっていた

だければ良いと思いますけども、郊外のモールやショッ

ピングセンターでは出来ない魅力づけ、これはたくさん

皆さん、中標津の中で試み初められていると思います。

特に若い人たち、若い女性なんかがやっているお店。ロ

ゴだとかこういうデザインを一生懸命考えながら、一目

でこのまち、この店だというのがわかる。それからニュ

ースレターだとかで海外、国内にたくさんキャンペーン

をはる。来てもらった方たちへのホスピタリティ、アメ

リカやヨーロッパのまちと言うのは特にヨーロッパのま

ちと言うのは、まちの入口、出口に門がありましたので、

鍵を渡すと言うのが非常におもてなしの最上級の記念に

なるのです。僕も鍵をもらったまちと言うのはいくつか

ありますけど、日本の場合は何が良いのかわかりません

けども、これはいつでも来てくださいと言うしるしの物

ですけど。それから他の地区には無いイベントを考える。

これは町内会でも同じだと思います。収益よりも集客を

すると言うのがまずは大事でしょう。それからデザイン、
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ストリート整備、つまり、僕は中標津の空港からメイン

の昔から歴史的に意義がある通り。それからバイパスに

抜けて行くあそこの道と言うのはきちんと整備をすると

非常に中標津の歴史だとか、なりたちだとか、想いとか

皆さんの活動とかが表に出てくるところだと思います。 

 
そこを皆さんで、沿道にいる人たちだけではなくて、

試みると言うことが大事なような気がします。それから

もう１つ中央通はなかなか想いのある方がいっぱいいら

っしゃるので、中央通は即ではないのですが、中央通か

ら入っていく小さい小路が何本かあります。あの小路を

いかに魅力的にするか。全部でなくても良いのですけど

も、その中に１件、２件きちんとしたものを作りこむか

それだけで僕は随分変わるというふうに思います。メイ

ンストリート、国道沿いにすると言うことは大変だと思

いますけど。 
自動車と歩行者のミックス。良きミックスを考えるこ

とだと思います。自動車を否定するわけには中標津の場

合いかないと思います。それから左側の建物を右側の建

物にしたのですけど、デザイン的にすごいものにしたわ

けではないのです。 

 
ただ、市民がアイデアを募集して改修して、どうしよ

うもないものをここに行かなければわからない、ここで

なければわからない、これを見るとウエストフィールド

と言うまちなのですけど、そういうように見てわかるも

のにしたのです。これは、デザインの評価をすると決し

て高いものではないと思いますけども、でも、こういう

ふうにしてみんなでまちをデザインしようと言うことが

大事だろうと言うふうに思います。それから、空き地。

空き地が中標津にたくさんあります。空き地をそのまま

にしておくと決して良いものにはなりません。空き地を

買う、全部買い上げると言うのもそれぞれの事情があり

ます。その空き地をいかに、空き地のマイナス部分をい

かに解消するかと言う工夫をすれば良いわけです。それ

も皆さん少しずつやられているような気がします。要す

るに自分達のまちを自分達の手づくりで少しずつやって

いるなと言うことが、こういうのでおわかりになると思

うのです。その気持ちが大事だと思うのです。 
それから経済的な建て直しをやらなければならない。

特に中心部は。そうすると郊外のお店と争ってもしょう

がない訳です。中標津のここで出来る隙間、ニッチと言

いますけどもそこをいかに捕まえるかと言うことが、大

事だろうと思います。これは外の人の分析力も借りなけ

ればいけないかもしれませんけども。これが中標津へい

ろいろな方々が来られる、あるいは中標津の人が「よし」

これでビジネスをやろうと言うふうに思っていけること

だと思います。中心部でなければ出来ない店づくりがあ

ります。「これを是非やりましょう」。骨董品はダウンタ

ウンでなければと書いていますけども、骨董品って若干

ありますよね？それからその場で物を販売する工房だと

か手作りのものを出す、それとカフェとが一緒になって

いるようなそういうものが決して郊外では出来ないわけ

です。そのまちの中心部ならではのお店づくりを実現す

る。これはダウンタウンならではと書いてありますけど

も、郊外の住宅地の中でもこういうお店があっても良い

と思うのです。 

 

住宅を改装して小さい喫茶店をやっているようなのも

たくさんありますので。新規ビジネスも若い世代の人た

ちがやられはじめているような気配がありました。この
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歴史的な建物の修復、これは歴史的財産としてと言う意

味ではなくて、そのまちの歴史をきちんと表現できるよ

うな建物の修復と言うのは是非、公共、それから民間併

せて改修をしていくということが大事だと思うのです。

この選び方と言うのも大事、指定の仕方と言うのも大事

だと思います。それから若い人たちの嗜好しようとする

芸術文化と言うのも是非、まちの中にいくつか、つなぎ

こんでほしいと思います。それから組織の財源も大事で

す。これは日本とアメリカの場合ではちょっと違います

けども会費と言うのも必要です。それから自治体からの

寄付金、助成金と言うのも必要です。イベントでお金を

集めると言うことも当然、大事です。そういうのをうま

くマネジメントしなければいけないわけです。自分達の

お金を稼ごう、自分達でお金を稼いだり、自分達で寄付

行為をし始めるとなぜかそれ以外のところからお金が集

まってくるものです。それで、中心部であろうと周辺の

住宅地であろうと８つの成功の鍵があるというふうに思

います。 

 
なるべく包括的であること。それから少しずつ進める

と言うこと。それから地域のコミュニティが先導するこ

と。先導するのだけれども、公共と民間が共同で行うこ

と。それから既存の地域資源、これはものであっても自

然であっても人材であっても良いと思うのですけどもそ

れを大事にすること。それから考えられるベストなクオ

リティを求めようとすること。考えるだけではなくて、

実現を前提とする。それは少しずつでも良いです。この

８つと言うのを大事な鍵だと言うふうに私は思います。

日本でそういうことをやり始めているところと言うのが

あります。大きさは違いますけども川越市、それから沖

縄に安慶名と言う地区を持っている具志川と言うまちが

あります。ここはそういうメインストリートのようなア

メリカでやっているようなことと似たようなことをやり

始めているというふうに思います。ちょっとした工夫し

かしていません。プロモーションと言うのを非常にうま

くやっています。これはお祭りを使ったり、小さなとこ

ろのイベントをプロモーションのタネにしているのです。 

 

ですから中標津もそのお祭り、昔のお祭りと今のお祭

りの種類と内容は随分変わっていると思いますが、古い

お祭りを復活するのでも構いません。是非、プロモーシ

ョン、お祭りを基にしながらのプロモーションをやると

先ほども言いました社会資本、中標津の社会的、目に見

えない力と言うのが力付いていくというふうに思います。

それからいつも経営的、経済的に成り立つだろうか、こ

れはチャレンジをしているわけですね。ここが非常に大

事だと思います。それから安慶名と言うところでは左側

にあるような賑やかだった市場を今、右のような状態に

なっています。 

 

これをいかにみんなで良いものにしていくかと言う努

力をしようとしているわけです。これをみんなで市民も

含めてどうしたら良いかと言うのを目に見える形でみん

なで議論しているわけです。架空の文字面ではなくて、

中標津は若いＪＣの方もいると思います。彼らに頼んで

も良いと思いますし、コンサルタントに頼むのではなく

て、皆さんでこういう絵を描いたり、模型をつくってど

うしよう、こうしようと考える事が大事だろうと言うふ

うに思います。高校生もそれに参加すると言うことも十

分可能だと思います。そういうふうにしながら、プロモ

ーションに載せる。ニッチと言いましたけども、これだ
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ったら出来ると言うのを探しながら、小さい事業をやる

と言うことです。そういうふうにして、資本をうまく活

用しながら程良い規模の活力あるいくつものの中標津、

中標津と言うのは１つではなくて、小さい地区の集合体

だと言うふうに是非、皆さん考えてください。 

 

まち全体をいっぺんにゴロンと変えるのではなくて、

小さい、皆さんの程良い規模と言うのはどうなのかわか

りませんけども、程良い規模で答えを出せる範囲の中で

小さい事業を積み重ねて５年やるとまちはガラッと変わ

りますので、ちょうど斜めに少し上がりつつあるところ

ですので、このようなことを少し参考にしながらでも次

のステップへチャレンジをしていただければと言うふう

に思います。少し長くなりましたけどこれで終ります。 
 
○司会：渡部課長 

 小林先生大変ありがとうございました。 

先生の大変貴重なお話を伺いまして、まちづくりの必要

性を再認識させていただいたところでございます。この

後のパネルディスカッションにも通じます大変貴重な基

調講演をありがとうございました。 
先生に対しましてのご質問がありましたら時間の関係

上、大変申し訳ありませんけども、この後のパネルディ

スカッションの中でお受けしたいと言うように考えてご

ざいますので、ご了承願います。 
それでは先生へお礼の気持ちを込めましてもう一度大

きな拍手でお礼に代えさせていただきたいと思います。 
それではここで少々お時間をいただきましてパネルデ

ィスカッションの準備に入りたいと思います。 

～準備完了後～ 

お待たせいたしました。続きまして、第２部でござい

ます。パネルディスカッションに入っていきたいと思い

ます。このパネルディスカッションでございますけども、

昨年度都市マスを策定いたしまして１年が経過しようと

しております。地域の活動としての取り組みの報告会を

兼ねましてパネルディスカッション方式で行いたいと思

います。それではパネルディスカッションに参加いただ

く方をご紹介させていただきたいと思います。 

会場の皆様方から見まして左側より本日のコーディネ

ーター役としてお務めしていただきます都市マスの策定

にも携わっていただきました㈱ＣＩＳ計画研究所・会長

の濱田暁生様より進めていただきたいと思います。そし

て、先ほど基調講演をいただきました小林先生にはコメ

ンテーターとしてご参加していただきたいと思います。

よろしくお願いします。 

パネリストをご紹介させていただきます。向かって左

側から地域別構想の実現化に向けまして積極的に取り組

んでいただいております西町・川西街づくり協議会・会

長の原怡男様でございます。 

続きまして中心部につきましては中心部地域に関係す

る９つの町内会より常任相談役を選出していただきまし

て協議会を立ち上げたところでございます。 

中心部地域街づくり協議会・会長の上原芳昭様でござ

います。 

最後になりますが、中心部地域街づくり協議会・副会

長であります舘下雅志様でございます。 

それでは「都市マスをきっかけにつながり始めた地域

の取組み～西町・川西、中心部の取組み～」と題しまし

てパネルディスカッションを始めたいと思います。 

それではよろしくお願いいたします。 

 

■ パネルディスカッション：『都市マスをきっか

けにつながり始めた地域の取組み～西町・川西、

中心部の取組み～』 

パネリスト：原怡男 氏、上原芳昭 氏、 

      舘下雅志氏 

コメンテーター 小林英嗣 氏 

コーディネーター 濱田暁生 氏 

（濱田コーディネーター） 

それでは私が司会進行役ということで進めさせていた

だきます。 

実は都市マス策定につきましては皆さんで議論をして

私たちがお手伝いをしてまとめたのです。つくる検討の

過程からこれは計画をつくることが目的ではなくて、そ

れを実際に実行しながらまちを変えていく、そういうき
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っかけになっていくような計画でありたいというふうに

当時から議論しておりました。計画が出来たあと、どう

していくかと言うことを毎年毎年積み上げていきましょ

うと言うことで計画が出来ておりましたので、出来てか

ら去年の４月から１年間、いろいろな取り組みが各地域

で検討されました。 

 

そういう中でいくつかのきっかけの中で動き始めた地

域が今日、事例として発表していただく２地域です。ど

ういう形でそれがそういうふうになっていったのかとい

うあたりだとか、他の地域の皆さんにもそこを見ていた

だきながら自分達もここが出来るかなと言うことを感じ

ていただきながら次の段階に行けるようなそういうきっ

かけになれば良いかなと言うことで今日のパネラーの方

にご参加していただきました。それでは、どのような形

で活動が進みつつあるのかと言う状況を皆さんにご披露

していただきながら、その中で２つの議論をしたいと思

っています。１つはこの１年間の取り組みがどういうき

っかけからどういう進み方で来たかと言うあたりのお話

をしていただきたいと思っています。そして、１年を振

り返ってのお話し、感想、大変だったこと、苦労したこ

と、うれしかったこと、楽しかったことのお話しを第１

部でお話ししていただければと思います。そして、小林

先生にもそれに対してのコメントをいただこうと思って

います。それから第２段階では１年やってきて、これか

らどうして行くのか、あるいは将来こういうこともやり

たいと言う夢の部分も含めて１年間やってみて出来なか

ったからもう少しこういうところをやりたいと言う、そ

のようなお話しを含めて今後の取り組み目標だとか、抱

負だとかそういうこともお話ししていただいて他の地域

の方々にも、そこを見ていただきながら一緒になってや

ったり、お互いに競い合ってやったり、そんな動きが出

てきたら良いかなと思っております。それで、話題やき

っかけと言うことで、事務局の方で２つの地域で取り組

まれた内容をスライドでお見せしまして、その後、説明

していただくような格好でよろしいでしょうか？ 

各自了承 

スライドをご覧になりながらコメントがあれば言って

いただくような格好でよろしいかと思います。 

（原パネリスト） 

 それではこの席から報告したいと思います。西町と川

西のささやかな取り組みの経過と言うことで、お話しし

ます。今スライドで紹介されているのが、西町・川西地

区で中標津の北西にあたる地域だと言うことです。 

 

テーマは「緑豊かな環境を暮らしの中に活かす街づく

り」。 

これが、都市マスに示されたテーマです。ご案内のよう

に中標津は緑が非常に豊かである。中でも西町・川西は

私は緑が大変素晴らしいと思っております。これをベー

スにしてこのテーマが設定されたとそういうふうに理解

をしております。これが私ども西町と川西の両方の町内

会からこの取り組みを推進するための協議会を立ち上げ

た時の７名のメンバーです。 

 

 経過ですけども、４月から７月にかけてはさきほど申

し上げたテーマ、これは大変素晴らしいテーマなのです

が、実際どういうふうに取り組むかと言うことについて

はいろいろな取り組みが予想されます。それの検討と言

いますか構想を練るのに４月から７月くらいまで４ケ月

くらいかかりました。そして、７月に協議会を設立した
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と言う経過でございます。 

マップを作ると言うことになったのは、さきほどの小

林先生のお話にもありましたけども、今ある自然、ある

いは環境をいかに活用すると言うか活かすかと言う観点

で、西町と川西にある足元を見たらどんな緑があるのか

と言うのを意外と正直わからなかったのです。私自身も

１０年ほど川西にお世話になっていますけども、はっき

り良くわからない。でも今回こういう緑がどういう緑が

あるかと言うことに目を付けて「やってみよう」とそう

いうことで、発想しました。いくつか候補はたくさんあ

るのですけども、最終的にあとで紹介しますけど、１６

くらいの「緑の名所」と打ち出しました。 

大変、いろいろな試行錯誤がありました。一口にマッ

プをつくると言ってもどんな緑があるのかを候補を挙げ

て、実際に現地に行って見る、足で行かなければわかり

ません。私も言ってみて初めて感動した素晴らしい環境

がありました。それから実際に地域の人に会って聞くと、

その苦労とか、工夫している点をいろいろと教えていた

だきました。それから場合によっては他の人の「こうい

うのもありますよ」と言うのも教えていただきました。

これは実際に行ってみなければわからない。再発見、自

分達の足元を再発見する良いチャンスだったと思います。 

これが、マップのＢ面です。 

 

西町と川西で１６ケ所選んで写真で場所がわかるよう

にして表示しようと言うことなのです。あとで詳しく言

います。 

大体、今の段階で印刷屋さんに試し刷りをしていただ

いているので、今のところここまで来ました。これは地

元の人も私自身も含めて見ていただければ、全部まだわ

からないかもしれません。一点一点もっともっと素晴ら

しい点があるかもしれません。その一端です。 

これがＡ面です。 

 

さきほどの地図に対応して１つ１つ１６ケ所について

短い表現ですけど、この地域の見どころとか訴えたいと

ころ、見ていただきたいようなところを短い文書で紹介

してございます。 

大体方向が決まってマップづくりで、まず緑の名所を

自分達も知る、そして町民の方々にも出来たら発信して

見ていただきたいと思っています。マップの出来上がり

はこれを想定しています。 

 

マップは小さくて見えないと思います。小さくしたの

です。これはあとで具体的にお話しします。これを作る

のにずっと方向が決まってからマップづくりの取り組み

の協議会を７～８回くらい開催しました。あとで詳しく

申し上げますけども、これは私どもだけの力だけではな

くて、そちらにおられますＣＩＳ計画研究所の会長さん、

それから役場の建設課の方に本当にいろいろな意味で親

身になってご支援をしていただきました。そういう経過

で今の段階で言えることはこのマップを作成し、これを

いかにこれから活用していくかと言うことです。緑の環

境を活かした取り組みにして行きたいとそういうような

願いを持っておりますことを報告したいと思います。 

（濱田コーディネーター） 

はい、ありがとうございました。何か拍手したくなりま

すね。（会場より拍手）ありがとうございます。 

それでは上原さんお願いします。あるいは舘下さんから

も補足があればお願いします。 
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（上原パネリスト） 

 中心部地域は９町内会で構成しておりまして、年の瀬

が始まった頃から、いろいろと活動をしてきました。 

 

ペットボトルアートやあきんど君、タワラマップ川を良

くしていきたいとか、いろいろな部分で進めてきていま

すけど、その中で今回、中心部なのでまちなかに界隈性

を持たせたいと言うことで、取り組んできまして７回ほ

ど有志の会議を重ねてきました。話をした中で委員会等

をつくって行動を起こした方が良いのではないのかと言

うことで、建設課やコーディネーターの濱田会長にお願

いして９町内会の方々に集まっていただいて、話し合い

を持ちました。そうするとやはり、中心市街地の共通の

テーマ、討論をしていく中でやはり重要な事は中心市街

地や商店街の活性化が住宅街の方々にとっても重要なこ

とであると言うような認識を確認しまして、１１月に協

議会を立ち上げています。 

 

それで、「まちなか再生「夢」実現事業」と言う形で取り

組んでいます。 

 

中心部地域の構成町内会は栄、中央、日の出、清泉、旭

第１、旭第２、末広、第１宮下、第２宮下と本当に広い

地域で、本当に大きい中で協議会をつくった訳でござい

まして、十分に議論をしていませんし、これからどんど

んしていかなければなりません。その中で出来ることを

やっていこうと言うことで、「まちなか再生「夢」実現事

業」として推進体制をつくったところでございます。今

回ですね、今までこの協議会と言うのは今までやったこ

とに対して、もう少しレベルアップ、もう少し今までや

ってきた人たちに対して、事業、イベント等いろいろな

もののレベルアップを図っていければいいかなと言うこ

とで、模索をしていきたいと思っています。それで、こ

の前お話しをしましたらそれぞれの町内会の会長さんを

始め、役員さんの方々はそれぞれ自分の町内会でいろい

ろなお考え、悩み、それから提案をお持ちでございまし

た。でも、お話しを聞いているうちに皆で話し合って出

来る事業もあるかなと言うことにも気付きましたし、そ

ういうことを踏まえて町内会の方々といろいろなことを

やっていければ楽しいのかな、新しい取り組みも出来る

のかなと言うことも感じる事が出来ました。今回、冬ま

つりの時、１月３０日から２月５日までの間に「憩いの

場づくり事業」として、９町内会の方々に文書関係で協

力をお願いして、今やっている東１条のはな通り会とそ

れから商工会の方、特に職員の方が一番頑張ってくれて

いるのですけども、その方々が一生懸命につくったアイ

スキャンドルをのちほど、舘下副会長が言うかもしれま

せんけど、５００個作りました。それは見事なものが出

来まして、１つのステップアップに繋がったのかなと思

っています。次年度からは年度当初から活動が出来るよ

うに各町内会の皆さん、出向されている役員の皆さんと

今までやっている推進委員会のメンバーの方とか、その

方々と連携を図って活動を進めて行きたいと考えていま

すので、ご協力のほど、よろしくお願いしたいと思って

います。 
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 これはまちなか賑わい秋の陣で、もう５年も６年もや

っています。何とかまちなかに界隈性を持ちたいと言う

ことで、最初は文化会館の前でやっていました。でも、

商工会の横にタワラマップ川があると言うことで、商工

会の横の空き地を会場として１万人くらい集まって、３

世代が十分に楽しめるような交流会を毎回行って大変、

人気度が高く喜ばれているのではないかなと思っていま

す。このときはこの周辺をわかっていただくためにポイ

ントラリーをいたしましてタワラマップ川周辺を見てい

ただいたり、それから商店街のところにポイントの場所

を置いて商店街のまちなみ等々を見ていただいて先々、

このまちをどうしたら良いのか、皆さんはどう思ってい

るのかと言うのを見ていただくように、また子供達にも

絵画を描いてもらって、商店街に貼ったりもいたしまし

た。この時期のタワラマップ川をどうするか、普段でも

子供達が魚釣りをしているのです。たくさん魚がいてこ

のときは放流をしているのですけども、本当に人気があ

って、スタッフが大変なくらいでした。 

 

この日ばかりではなくて普段も子供達がたくさん集まっ

て遊んだり、高い岸壁からも魚を釣って大変楽しく、多

くの方々に来ていただいています。本当にこの広場が建

設水道部の方々に協力していただいて出来て良かったな

と思っています。対岸まで渡りたいと言うのが私の夢で

す。うしろの大きい木は中標津唯一の樹齢２３０年のミ

ズナラの木です。これは最高の町の財産で、町の顔でな

いかなと思っています。 

 

昨年は新しい事業で鮭のつかみ取りを行いましたが大好

評でした。 

 これは青年会議所のシニア会さんの記念事業で贈って

いただいて技能士会の皆さんのボランティアでつくって

いただきました。 

 

要するに雨風を凌げる場所がほしいと言うことであった

方が良いのではないかと言うことで、あずまや的にしま

して、木ではなくてコンクリートでつくった擬木なので

すけども、こうやったりして子供達に遊んでいただける

ように作らせていただきました。これだけの人がまちな

か賑わい秋の陣で集まった人たちなのです。 

 

この中には商工会の会員さんとかそれから農協さんとか

たくさんの人たちが参加してこういう会を催しているの

ですけども、本当に盛況で何となくまちなかに界隈性が

持たれたのかなと。一番心強い場面です。 

 

 これがはな通り会がつくっているアイスキャンドルで

す。本当は今年すごく増えて商工会から中央通の中心の
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奥の方まで見るとすごく今年はきれいで圧巻でした。タ

ワラマップ川のふちには震災がありましたので「心」と

言うことで、ペットボトルアートをつくらせていただき

ました。 

 

このような形でずっとアイスキャンドルが続いてきれ

いでした。要するに１つ１つの小さな取り組みでござい

ますけども、こういうことをやっていければ良いのかな

と言うことと夢をやはり皆が、９町内会の皆さん方に協

力していただいて、１個、２個それぞれが持ち寄っても

っともっとたくさん出来れば良いかなというふうに思っ

ています。以上を報告させていただきます。 

（濱田コーディネーター） 

はい、ありがとうございました。（会場より拍手） 

今年度の協議会の立ち上げが遅かったとおっしゃって

いましたけど、過去からの蓄積がありますし、楽しいこ

とが行われていると感じました。時間が限られているの

ですが、今年１年やってみて、振り返ってみての感想な

り、これから取り組む地域に対してのアドバイス等があ

りましたら原会長からお願いします。 

（原パネリスト） 

 ３点ほど申し上げたいと思います。１点目はこれまで

のささやかな取り組みで主として先ほど申し上げました

緑の名所マップづくりと言うのを今やっているのが、現

段階なのですけど、ここの協議会を通してある程度見え

てきたことってどんなことがあるのかと言うことを申し

上げたいと思います。１つは目標をまず確認する。目標

を共感して「西町さんと川西でこれが共通目標です」と。

ではその目標の実現のために何が出来るかと言うことで

すよね。具体的な姿が出せるかどうか。先ほど言いまし

たようにかなり時間がかかりました。これを協議会でも

何回も話し合いをしました。これを無くしては目標だけ

が素晴らしいのですけども、はっきり言えば絵に描いた

餅で終ってしまうなと思いました。それで、何が出来る

か、これを導き出す力と言うのは１人では出来ないと言

うこともわかってきました。やはりチームの力、自分達

の地域をより良くしていくためにはチームが力を併せて、

知恵を出したり、力を発揮すると言うのが、原点である

と言うことが今の段階で言えるのではないかと思います。

実際の取り組みの過程でも現地に実際７名が行って見て

どういうところが本当に緑の名所として、どこが素晴ら

しいのか、それからその庭主の方には個人の方も入って

おりますので、その人に理解をしていただいて、そうす

るといろいろと工夫をしていたり、努力をしています。

本当に真剣になって木を育てたりしてやっておられる方

の苦労話だとか工夫している点を教えていただきました。

そうするとそれを１人で出来ないものは何人かで行って、

教えていただかなければわからないのです。のちほど、

一例は申し上げますけども、そういうふうにしてまちづ

くりの基本的な考え方としては西町と川西が力を併せて

チームで取り組んでいくということが１つ大きな原点で

はないかなと言うことを申し上げて報告としたいと思い

ます。 

 ２点目として申し上げたいことは実際の反応として、

ある会員の方から「町内会でそういうふうな、自分達の

住んでいる環境に目を付けてそれに光を当てて活かした

活動をやっていると言うのは期待したい」と言っていた

だきまして、「実は自分の地域でもっとこういうところが

ありますよ」と言うことも教えていただきました。これ

もチームでやっていくと言うか町内会で始めてこういう

取り組みをしたものですから、本当に試行錯誤したのが

大半なのですけど。そういう面も１つのオープン化に対

して気持ち良く協力してくれたり、それからそういう環

境を活かす町内会の活動と言うものも「これから一緒に

力を併せてやっていきましょう」とそのようなことで進

んでいるところです。 

 ３点目は実際に４月の各町内会の総会でおおまかな承

認を得て、協議会を立ち上げて実際これをどのように取

り組んでいくのかと言うことについては本当に手探りと

言うか、初めてなものですから、いろいろな戸惑いがあ

って、はっきり言って先が見えない、どういうふうにこ

れを進めて行ったら良いのかと言うことでは、そちらに

おられますＣＩＳさんには本当に貴重なアドバイスをい

ただきました。活動の計画や推進の体制とかもっと細か

には今これから申し上げますけどもマップづくりの作成



 

 
- 20 - 

 

をどうしたら良いのかと言うことでいろいろなノウハウ

と言いますかアイデアと言うのをいただきました。これ

らは本当に感謝しております。具体的な一例を申し上げ

ます。これが私どもの協議会で考えていた最初のマップ

です。 

 

同じＡ３です。こっちのＢ面の地図はあとで見せますけ

ど、同じです。こちらはＡ面、こういう内容で簡単に言

うとポイント、見どころとか場所、おすすめの木とか花、

時期等を要素として入れてあります。こちら（最新版マ

ップを披露）との違いはお気づきだと思います。これは

ポケットサイズですから、ポケットに入るのです。開い

たらこれが、Ｂ面の地図です。場所がこういうふうに全

部ポイントがわかるようにして写真入りにしております。 

 

これだけで見ていただいてもう少し詳しい先ほど言いま

した解説の説明をこちら（Ａ面）に文書で表現させてい

ただきました。例えば、一例を申し上げますと「風格が

ある松が見事な庭」と言うことで「西町３丁目の臼井さ

んのお宅の庭には３０年にわたり手塩にかけて育てたア

カエゾマツがあります。その景観がすばらしく、見事に

庭を引き立て、近くを通行する人々の目を楽しませてく

れます」と言う紹介文なのです。この紹介文をつくるに

も協議会のメンバーが実際、臼井さんに会ってお話を聞

いてこれが初めて出来たと言うことです。以下、１６ケ

所について見どころはいつ頃なのか、どんなところを見

ていただきたいのかと言うことを心に訴えるように努力

したつもりです。まだまだ至らない面があるかもしれま

せん。それをこういうふうに入れたのです。そしたら、

お気づきだと思います。新マップはポケットサイズの問

題だけではなくて、これだけ入る情報量、これは旧マッ

プと雲泥の差です。そのヒントと言うのは紙を１６等分

しているのですよ。こういうパンフレットの作り方と言

うのをＣＩＳさんから情報として教えていただきました。

これは目からウロコです。このような折り方のパンフレ

ットを私は見たことがありませんでした。それを参考に

していただいて中標津で活かしていこうじゃないかと言

うことで、この新マップが出来たと言うことです。 

その他、いろいろな面でアドバイスをいただきました。

協議会を何回も開いて、その時に役場の方で建設課の方

が中に入っていただいて、ＣＩＳさんと町内会で「こん

なふうに計画したのですけど、どうでしょうか？」と言

うことでいろいろとアドバイスをいただく懇談会を３回、

４回くらいやっております。そういうことを役場の方で

仲立ちして、情報を共有していただいたことと、役場の

方では補助金を助成していただくと言うことで配慮をい

ただいております。これは協議会の方から申請してこう

いうふうな活動でありますので、補助をお願いしたいと

言うことで申請をしまして進めております。それで大変

申し訳ないのですけど、このマップはまだ公表と言いま

すか、皆さんに差し上げておりませんので、５月にマッ

プが印刷完了となる予定なのですが、その前に大事なの

は町内会でこのマップについて説明して予算を町内会で

も取るのですよ。それから役場からも補助金をいただき

ます。これを我々も理解をして、まちづくりの補助金は

全て補助されると言うことではなくて、町内会も応分の

予算を組んで、そしてこういうものを作ると、そしたら

地域住民も十分理解をして町内会費の中から支出してい

ただけるかどうか、私達の町内会は４月１５日に総会で

そこで皆さんから理解をいただかなければ大変なことに

なるのですけど、準備はしています。西町さんも同じ様

に総会を４月中に開いて、そういう手順がありますので、

役場の申請も４月に正式にしますから実際にマップが出

来上がるのは５月を予定しています。そのときには皆さ

んに全戸配布は無理なのですけど、最低でも町内会には

回覧を出来るようにはしたいなと言うことで考えており

ます。その他文化会館とかそれ以外のところに希望され

る方がもしおられたら見ていただく。そしてこのマップ
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を見て、もしその場所に行ってみようかとなれば５月中

旬に中標津中学校と丸山小学校の前にエゾヤマザクラが

咲きますので、素晴らしい景観です。チシマザクラは給

食センターの前辺りからずっと並んでいます。名所はそ

れ以外にもありますので、そういうところを見ていただ

ければこのマップを作った意味ですね、これは町民の方

だけの問題ではなくて西町と川西に住んでいる住民１人

１人が自分達の地域をもう１回見直して、「こういう素晴

らしいところがある」と言うことを発見できれば私は小

さな取り組みかも知れませんけれども、それが「じゃあ

自分のところをもっと良い環境にしていこう」と緑の効

果と言うのは計り知れないものがあります。そういうこ

とに繋がっていけば良いかなと言うふうな願いでおりま

す。 

（濱田コーディネーター） 

はい、ありがとうございました。お話しを始められて止

まらないので、コーディネーターとしてはハラハラして

いたのです。それだけの想いがあると言うことの証だと

思います。この調子で行ったら時間がかなりいきそうな

のですが、中心部の方では舘下さんがある意味で実戦部

隊と言う格好となっておりますが、現場でのご苦労、楽

しみ、いろいろあったと思いますけど、そのあたりをお

話ししていただければと思います。 

（舘下パネリスト） 

中心部と言うことで、私達の街づくり協議会は９町内会

で協議会を開催したのですけど、それぞれの町内会に「溜

まり」と言うか拠点があると言うことで、大きなところ

では東７条公園とか、野球場があります。そのような中

でやはり点と点をどこかに結ぶことも必要だろうと言う

議論もされたこともあります。 

 

また、私達商工会のところにある親水広場が最近出来て

からお祭りを継続的にやっております。昨年は先ほどス

ライドに出たのですけど、まちなか賑わい秋の陣と言う

のを毎年やって盛会に終ったと言うことなのですけど、

これを含めて今回はうちの協議会は何をやるのだと言う

ことでちょっと悩んだのですけど、冬に町内会に属して

いる東１条はな通り会、そして商工会サービス業部会、

それと中標津町商工会の職員さんがアイスキャンドルを

毎年冬まつりの期間に作っています。これを是非合体し

て協力して出来ないだろうかと、そういうことで協議会

の事業として今年度やらせていただきました。実際、私

達の東１条では毎年５００から６００個作っております。

商工会さんが２００個。例年だと８００個くらいにしか

ならないのですけど、今年度は皆さんの力を併せまして

１，３００から１，４００個のアイスキャンドルが出来

ました。それで、サービス業部会が何をやったかと言う

ことで、昨年は皆さんのお手元にある都市マス通信に載

っておりますが、ペットボトルアートと言うことで、冬

の期間、寒い雪空の中に灯りを灯そうと言うことで、ペ

ットボトルで形を作りまして昨年は電気でやりました。

しかしながら、今年は震災もありましたので、これもロ

ウソクにしようと言うことで、「絆」が良いねと言ったの

ですけど、「絆」は字にすると難しいので、「心」と言う

字にしたのです。それを周りにアイスキャンドルを入れ

て飾ったということで、１，３００個と言うことは北２

条から南１条、そして南１条から交通センターのところ

までと言うことで、すごい灯りでございます。その中で

私達が苦労したのはやはり、ロウソクです。毎年６年続

けていると葬儀屋さんやお寺さんからロウソクをいただ

いております。今年度はロウソクが尽きておりますので、

これからの活動としては皆さんにロウソク等をいただけ

る事業をこれからの抱負として次に話して行きたいなと

思います。 

（濱田コーディネーター） 

はい、ありがとうございました。上原さん何かあります

でしょうか？手短にお願いします。 

（上原パネリスト） 

次年度はタワラマップ川のところに連結灯篭流しをし

たいなというふうに思っています。花火大会が終ったら

皆さんの大体が家に帰るのですよね。これから協議会を

する前に「勝手に言って」と怒られるかもしれないです

けども、流れない繋がっている灯篭をたくさん灯して花

火大会が終ったあとや花火大会に行く前に灯篭を見てい

ただいて、また中心市街地の界隈性を持てたら良いなと
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思っています。それから東１条通を先ほど小林先生も言

っていましたけど、そこを一方通行にしまして、駐車場

を場面場面に作ってガーデニング等をしますと楽しいの

かなと思います。これは大きな問題になりますけど、是

非東１条は一方通行にしていただけるよう強く行政にプ

ッシュして行きたいなと思っています。 

 

基本的にはいろいろな取り組みに対しまして行政の支

援が必要であります。特に地権者等の対応は是非、バッ

クアップをしていただきたいと思いますし、基本的には

民間主体でやっていこうと思っているのですけども、行

政だからこそ可能な部分に関しましては、今後も支援を

していただければと思っています。協議会で十分に話し

ていませんのでいろいろ言うと怒られますけども、何と

か灯篭くらいは、やってみたいと思っています。以上で

す。 

（濱田コーディネーター） 

上原さんのやり口と言うのは言ってしまったら、やらな

ければならないと言うことで、やられているようなので

す。 

小林先生２地区の取り組みをご覧いただいて先ほどの

先生のご講演とかなり重なられた部分があったかなと思

います。コメントをいただければと思います。 

（小林コメンテーター） 
１年間で着実にやってこられたと言うのはすごい評価

をしたいなと思います。 

 

それと先ほどの川西の方で自慢出来る場所を町内会の

人たちと共有すると言うのはすごく僕は大事なことだと

思います。これは若いお子さんにとっても住んでいる場

所の自慢と言うのは宝物として、改めて認識出来ると思

います。それと先ほどそこの庭を作っていらっしゃる方

と話をされたと、そういう方もやっぱり地域の財産、宝

物だと言うふうに思いますので、もっといろいろ拡げて

行くと地域の宝物マップが多分、出来るのだろうなとい

うふうに思います。そうするとそれが全町内会に連鎖し

て行くと中標津の人も含めた宝物マップが出来てお互い

顔は知らないのだけれど、なるほどあそこに行くとこう

いうような人、こういうようなもの、こういうことと出

会えるんだ。そういうのがわかってこれはすごい次の中

標津の非常に良いステップをお作りになったのではない

かなと言うふうに思います。 

それから中心部の方もいくつか戦略的になさっている

ようで、非常に興味深いと思います。多分、これから上

原さん、舘下さんを中心にしながら企業を巻き込みなが

らお金稼ぎも含めてやられるのではないかなと言うふう

に思いますので、それを期待したいと思います。僕の記

憶で言うと、花と言うのはこれは女性チームがやられて

いたのではなかったでしょうか？是非、中心部の動きに

女性の目、女性の力が必要です。絶対投げ出さないと言

う忍耐強さと言うのを女性は持っていますので、その女

性の力と言うのを是非、組み込んでいただくと良いのか

なと言うふうに実は思いました。それと、これは僕の思

いつきですごく申し訳ないのですけども、お昼にお蕎麦

を食べたのですよね。前の駅前通りのところの御蕎麦や

さん、丸大さんの場所と言うのはすごく良い場所だと思

うのです。それで、こんな冗談を言いながらまちの人と

お話しをしたのですけども、上原さんのお宅はそういう

ことは無いと思うのですけど、僕の家だと子どもがもう

家にいませんので、お昼ご飯を食べるのが、結構お互い

つらいのですよ。話しが無いのです。それであるところ

で、金、土、日でお弁当を持って集まって少しだべろう

と言う場所を僕の友人の居酒屋さんに提供してもらった

のです。そうするとなんとたくさん来るわ来るわ。そう

すると話をしない自分のお父さんにご飯を作るのは嫌だ

けども、そこに集まってくる人にだったら、私、ご飯作

っても良いわと言う奥さん達が出て非常にこう、お昼ご

飯を作るのでスタートしたのですけど、実は１０時くら
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いから夕方３時とか３時半くらいまでワイワイワイワイ

やり始めて、そういうようなことがあったのです。です

からあそこのところはそういう場所になるなと言うふう

に出来るのではないかなと。場所も良いので。それを昔、

「ばじくる」と言う名前にしたのです。「ばじくる」と言

うのは婆さんと爺さんが来ると言う。そういう場所があ

ると中心部にもなんかワイワイと人が出てくるようなこ

とが出来るのではないかなと。ですから、公共的と言う

となんか行政が作った公共施設を思うのですけども、そ

ういう空き地、空き家を活用しながら皆さんが活用でき

るようなことも含めながら、是非展開していっていただ

くと面白いのかなと思いながら話しを伺っていました。

少し長くなりましたけど、期待しています。 

（濱田コーディネーター） 

はい、ありがとうございました。小林先生のためにも実

現してあげなければダメかなというふうに思いました。 

先ほど原さんがおっしゃったマップの折り方の件はま

るで私がすごいアイデアを出したようにおっしゃったの

ですが、皆さんがいつも頑張っていらっしゃるのでなん

とか良い方法は無いかなと思っていたら、ある市役所に

置いてあったパンフレットが目について見たら、面白い

折り方だったので、これは原先生たちに持っていったら

きっとヒントに出来るなと言うのがあったのですよ。そ

れはやっぱり原さんたちが頑張っている姿があって、な

んとかしてあげたいと言うこっちの気持ちがあったから

出会えたかなと。しかもその折り方を見せたとたんにど

んどんアイデアが飛び出してきて、５月に楽しみだと思

いますけども、本当に以前のマップの情報よりもはるか

に密度の高いことが伝わるマップになってきたのですよ

ね。ですから、そういう想いがあって動かれているとこ

ろには良いヒントとか情報が集まってくることじゃない

かなと思ったことと、私自身がアドバイザーとして来な

がら、こないだこう言ったけど、次はどこまで行ってい

るだろうと楽しみで実は来ておりました。実はえらそう

にアドバイスをすると言うよりは私自身がワクワクしな

がら、一緒にやらせていただいたことが実感で実は景観

審議会に来た時に折角来ているから会いませんかと言う

やり取りを行いながら、そのお楽しみをおすそ分けして

いただいた実状でした。さて、予定の時間がほぼ来てい

るのですが、今後に向けての抱負だとか、本当はここを

やりたいけど、まだやりきれていないとか、小林先生も

含めて皆さんのお知恵をいただければとかあたりのお話

しをそれぞれからしていただいて、それに小林先生のコ

メントをいただく格好で締めくくりたいと思っています。

原さんからよろしくお願いします。 

（原パネリスト） 

今後のことではもう端的に言えば１つです。この折角作

ったマップの作成をきちっとやり遂げるということと出

来たものをいかに活用するかと言うことですよね。これ

は西町と川西の住民全員、それから町内会の方々にも何

らかの形で町民の方に発信したいと。それが１つです。

そして、この辺からはまだ協議会でまだ議論をしていま

せんので、私の提言として受け止めておいてください。

例えばこのマップを使って１度、５月頃に桜の花見をし

ましょうと言うような呼びかけがあったらどうかなと。

参加をする人が地元で何人かいるかもしれません。終っ

たあとに軽く反省会などもやれば、新たな発想がいろい

ろ出るかなと言うような気もします。それから、西町・

川西の庭づくりで特徴は花だけではなくて木も入ってい

ます。したがって、そういう庭や木を育てるためのお勉

強、学習会を講師の方をお招きして勉強をすると、そう

したらもっと良い庭づくりが出来るのではないかと言う

こともこれからのこととして検討してみたいと思います。

更にはこれも言っていったら大変なことですが、今ある

環境をもっと良くするにはどうしたら良いだろうかと言

う問題は大きな課題です。以上です。 

 

（濱田コーディネーター） 

はい、ありがとうございました。非常に簡潔に明確に言

っていただきましてイメージが伝わって参りました。 

ありがとうございました。期待しております。 

上原さんいかがでしょうか？ 

（上原パネリスト） 

私は先走ってポロっと前もって考えをお話しさせてい

ただきました。何はともあれ、町内会でしっかり連携を
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とって進めていきたい。これが大事ですね。９町内会で

協議会が出来たことで目的と価値観が共有できると思い

ますし、各部会、委員会でこの都市マス通信に載ってい

ますけども、このように１つ１つ、一気に出来ないと思

いますけど話し合いながら、１つ１つ取り組んでいけれ

ば良いなと思っております。以上でございます。 

（濱田コーディネーター） 

ありがとうございました。 

舘下さんお願いします。 

（舘下パネリスト） 

上原会長があまり、突っ走らないように９町内会の人た

ちと相談をしながら進めていきたいなと思っています。

それと、はな通り会はこのほかにプランターの設置事業

もやっております。おかげ様で６０の個人と企業で支え

られています。是非、花に興味がある方はお手伝いをい

ただければと思っています。最近、私達の女性達も高齢

になっていますので、花の草取りの際、腰が痛いそうで

すので、そういう花の好きな方はご協力をいただきたい

なと思っておりますし、また先ほど言いましたタワラマ

ップを考える会と木を守る会なのですけど、そういった

事業もありますし、いろいろ中心市街地には関わってい

かないとならないと思いますので、それぞれ仲間と一生

懸命頑張っていきますので、これからもよろしくお願い

いたします。以上です。 

（濱田コーディネーター） 

はい、ありがとうございました。ところで会場の方から

意見とか、感想とか、何かおありの方がいらっしゃれば

発言をしていただければ助かりますが、いかがでしょう

か？どうでしょうか？ 

会場からの意見等無し 

それでは最後に小林先生にコメントをいただくことと

しまして、小林町長が来られておりますけど、これまで

多少のことはお聞きになっていたかと思いますけど、こ

こまで詳しいのは聞いていなかったと思いますので、ご

覧になっていかがでしょうか？ 

（小林町長） 

いろいろと担当の方からは協議会が立ち上がりつつあ

って、それが連携をしてもっともっと大きなものにして

行きたいというような報告はいろいろ受けておりました。

ただ、具体的にその地域で取り組んでいる内容と言うの

は今回初めて聞かせていただきましたけども、非常に本

当に地域で一生懸命やってこられていると言うことに対

しまして敬意を表したいと思っております。 

 

それとよく担当の方にも申し上げているのですが、地域

で折角まとめてくれた部分を非常に大切にして、しっか

り応援するようにと話をしておりますし、行政としても

出来る限りの範囲で応援をして行くと言うことを内部で

きちっと連携をとっておりますので、是非、１歩でも２

歩でも地域で何が出来るかということを議論していただ

いて、それに向かってこの構想に基づいた形の方向性に

向かっていってくれればと思っておりました。 

（濱田コーディネーター） 

ありがとうございました。突然話をふりましたが、担当

の方を信用していないわけではなくて、こういう映像で

の報告の仕方は無かっただろうなと言うことでございま

した。 

小林先生、これからのことも含めて全体に対するアドバ

イスなり、コメントをいただければありがたいです。 

（小林コメンテーター） 
何年前か忘れましたけど、阿寒湖の湖畔の街づくりと言

うのを今もやっているのですが、お手伝いをしたことが

あるのです。あそこは観光協会だとかが中心となってそ

れをスタートしたのですけど、毎回出てくるのが全員男

性なのです。実は阿寒湖観光汽船と言う会社があって、

そこの人も小林さんと言うのですけども、そこの奥さん

とある時お話しをする機会がありまして「どうなんです

か？」と聞いたら、「だんな達が集まっているのは半分は

飲むためにやっているから、話しを半分に聞いておいた

方が良いですよ。私たち、実はいろいろ考えているので

すよ。」と言う話をその奥さんがしていました。 

だんな達の会を止めるのではなくて、その婦人部会と言

うのをつくったのです。その婦人部会の人たちのアイデ

ィアと実行力と言うのは非常に感心するわけです。それ

でちゃんとお金を稼ぐことをするのです。自分のなりわ
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い、自分の会社のなりわいではなくて、そこの湖畔のい

ろいろなものを活用しながらお金を稼ぐことをやるわけ

です。それで、「いくら稼ぐつもりなのですか？」と聞い

たら「１人あたり２５万円で良い」と言うのですよ。年

間ですよ。「１人２５万円稼いでどうするのですか？」と

聞いたら「海外旅行に２回行く」と言うのです。その人

たちは２回とか３回行くわけです。それでいろいろなと

ころの湖を見たり、港を見たりして勉強して帰ってくる

わけですよ。そうするとあそこではこんなことをやって

いた、ここではこういうことをやっていたとだんな達と

は全然違う情報を基にしながらすごいことをやって、そ

れがまた阿寒湖に来る人たちにすごく魅力的になるわけ

です。そんなので、そこに若い女性がやっているパン屋

さんが１件あるのですけども、温泉街でパン屋と言うの

を今まで誰も発想しなかったけれども、実は婦人会の人

たちがそれをやっているのです。そのようなふうにして

女性を是非、加えて中心部を考えていただいて若い女性

もいらっしゃると思いますので、加えて、ちょっとだけ

小銭を稼いでそれでやりがいがある、お金を稼ぐことが

目的ではなくて自分たちのいきいきとした、彼女たちの

人生に生きる張り合い、集まる張り合いが出来て自分た

ちの知識の広がりも増えてくる。そのようなことをやる

とたくさんのファンが出来るのではないかなと思うので、

是非、女性プラス若い人たち、それを入れて、展開して

いただければなと思います。それでこの「夢実現事業」

の中で空き地・空き店舗の活用というのが非常に魅力、

可能性を含んでいると思うので、次回その辺の成果を少

し聞かせていただけるとありがたいなというふうに思っ

てうかがっておりました。大事なことは「頑張らないけ

どもあきらめない」そこが大事だと思うのです。頑張り

すぎるとすぐ疲れてしまうのですけども、「頑張らないけ

どもあきらめない」と言うのを大事にしながら息の長い

動きを展開して行かれそうなので、よく期待しておりま

す。 

（濱田コーディネーター） 

ありがとうございました。事業に向けての期待の部分、

それから「頑張らないけどもあきらめない」と言うこと

で、私も先生の話をお聞きして女性の方と言うのは建前

じゃなくて本音があるのですよね。本音も大事にしてお

かないと建前だけで行くとつらくなってくるのですよね。

その辺をやれればなと思っています。実は昨年、都市計

画マスタープランをまとめるにあたってお手伝いをさせ

ていただいている際、ワークショップの中で女性陣の活

躍ぶりと言うのも感じておりました。多分、具体的にな

る時に力になっていただけるだろうなと言う予感をして

おりましたので、今後に向けては会場の中にも「私たち

やるわよ」と言う形が感じられますので、来年のこうい

う発表の時には女性陣の華やかな、男性陣がむさくるし

いと言っているわけではないですよ。女性陣の華やかな

方々の発表になればより楽しいのかなと思っております

ので、よろしくお願いいたします。 

冒頭で申し上げましたように、都市計画マスタープラン

は作って終わりではなくて作ることがスタートと言うこ

とでございます。それで、今日発表された方々も模索を

されながらも動き始めて成果が目に見えてくるとうれし

くなってもっとやりたくなる。今日の発表を聞いていた

だいてわかるようにどんどん前向きな循環が始まります。

それに小林先生がおっしゃった、続けていくための財源、

活動をしていくためには先ほど町長もおっしゃったよう

な行政としての支援も含まれると思います。「きっかけを

いただければ私たちはどんどんやりますよ」と言うこと

であれば、町長には「どんどん支援しますよ」とおっし

ゃっていただいておりましたので、それを励みにと言い

ますか「ここまでやったのだから、もっとやりたい」と

言うような格好になっていけば良いかなと思っておりま

す。 

 

本当はもう少しやりたいなと思うところもあるのです

が、予定の時間を１０分くらい過ぎておりますので、こ

れで閉じたいと思います。 

今日のことをきっかけに他の地域の皆さんもそれぞれ

の場面で議論が繋がってくればと思います。そういうふ

うに今日のことをきっかけに次に繋がって、広がってと

言うようになれば良いかなと思いました。 

どうもありがとうございました。 
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■ 閉会：中標津町建設課長 渡部 英樹 

 コメンテーターとして小林先生、そしてコーディネー

ターとして濱田様、そしてパネラーの皆様大変ありがと

うございました。小林先生にはコメントといたしまして

身近な話題もいただきました。また、まちづくりには女

性の方の力も必要だと言うことも改めて今後の部分で取

り組んでいければと思います。それではここでパネルデ

ィスカッションに参加いただきました皆様方に会場の皆

様の拍手でお礼に代えさせていただきたいと思います。 

会場より拍手 

皆様大変お疲れのところ、最後までフォーラムにご参加

いただきまして大変ありがとうございました。 

 今後、私たち事務局も地域の皆様方とこの都市マスの

実現化に向けまして努めて参りたいと考えてございます。

どのようなことでも結構でございます。気軽にご相談し

ていただいて実現に向けての部分でやっていきたいと思

いますので、よろしくお願いいたします。それではこれ

で閉会とさせていただきます。お帰りの際はお気をつけ

てお帰りください。大変ありがとうございました。 

 

 

 


